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大会式次第

　今大会は武道精神を追求し、日々の稽古で培った武道教育を体現する場でもあります。
　先生・役員はもちろんのこと、選手の皆様も、大会開催中は、

会場への入退出の際は必ず一礼をする、トイレのスリッパを揃える、等の
　礼節を重んじる行動を心がけてください。

　保護者の皆様、応援の皆様もご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

開場・受付

開会式

競技開始
　※12：30～13：00お昼休憩予定

競技終了予定

8：45

9：30

9：45

15：00

＜今大会における特別注意事項＞
　会場内はできる限りの感染防止対策を行いますが、各自手洗い・手指消毒を励行してください。
　また、以下の注意事項につきまして、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
①会場内ではマスク着用をお願いいたします。また、ご入場の際には検温を実施いたします。
②体調不良で以下のいずれかの症状がある場合は入場不可となります。
　・37.5度以上の発熱がある場合
　・息苦しさ（呼吸困難）強い怠さ（倦怠感）高熱などの強い症状のいずれかの場合
　・咳、頭痛、下痢、嘔吐症状、味覚障害などがある場合
　・家族の方で新型コロナウイルスに感染された方がいる場合
　・新型コロナウイルス濃厚接触者として自宅待機となった方が近くにいる場合
　・家族の方で発熱を伴う体調不良の方がいる場合
③観覧席は距離を取ってお座りください。

＜試合ルール＞
　予選・決勝戦ともに各指定型を２人ずつ同時に行い、３～５名の審判員による旗判定により勝敗を決定いたします。
　上級の部の３位は「３位決定戦」および「敗者復活戦トーナメント」にて決定いたします。（別項参照）
　初・中級の部は「３位決定戦」および「敗者復活戦トーナメント」はありません。
＜参加選手注意事項＞
　・判定に対する抗議は一切認めません。
　・道場・流派・会派による動作の細部の相異や気合の箇所の相異、試技の開始方法は評価基準としません。
＜失格＞
　・規定型と異なる型を演武した場合。
　・演武を途中で中断した場合。
　・審判員の指示に従わず、悪質な試合態度とみなされた場合。
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試合会場図

試合の流れ

本部席

＜初級＞
幼年 6名
小学１年生 10名
小学２年生 10名
小学３・４年生 13名
小学５・６年生 10名
壮年 2名

 計51名

Ａコート

＜上級＞
小学６年生男子 12名
小学６年生女子 2名
中学男子 10名
中学女子 10名
シニア・マスターズ男子 4名
一般男子 6名
一般女子 3名

 計47名

＜団体戦　上級＞
小学生高学年 7チーム
中学生 3チーム
一般 3チーム

Ｂコート

＜中級＞
小学１・２年生 2名
小学３年生 15名
小学４年生 7名
小学５・６年生 6名
中学生 4名

＜上級＞
小学２年生 4名
小学３年生 4名
小学４年生 3名
小学５年生男子 9名
小学５年生女子 2名

 計56名

＜団体戦　初中級＞
小学生低学年 4チーム
小学生高学年 4チーム

Ｃコート

　各コートで個人戦の予選を行います。
↓

　Ｂコートで団体戦上級（団B1～7）、Ｃコートで団体戦初中級（団C1～4）の予選を行います。
↓

　Ｂコートで個人戦上級クラスの３位決定戦（B34～B37）を行います。
↓

 「敗者復活戦トーナメント」進出者を発表します。
↓

　Ｂコートで上級クラスの「敗者復活戦トーナメント」を行います。
↓

　Ｂコートで個人戦の決勝戦（決勝戦B1～22）を行います。
↓

　Ｂコートで団体戦の３位決定戦（団B8）を行います。
↓

　Ｂコートで団体戦の決勝（団-決勝戦B1～5）を行います。

※参加選手が２名のクラスは決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（進行状況により変更することがあります）
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敗者復活戦トーナメント（３位決定戦）の仕組み

大会協力道場

極真会館石川県竹吉道場　極真会館坂本派福井県本部　極真会館髙橋道場　
極真会館浜井派石川県支部　士衛塾総本部　尚道館　世界闘英館　創拳塾　
正樹道場　マリー空手クラブ

※大会へのご協力ありがとうございます。　武奨館　𠮷村道場

（50音順）

＜例＞

Ａブロック Ｂブロック
Ａ Ｆ

決勝戦進出 Ｂ Ｇ

Ｃ Ｈ 準決勝進出

Ｄ Ｉ

準決勝進出 Ｅ Ｊ 決勝戦進出

Ａブロック Ｂブロック
（Ｂブロック準決勝進出） Ｈ Ｅ （Ａブロック準決勝進出）

３位Ａ
Ｉ

Ｃ

①Ａブロックの決勝進出者がＢ選手、Ｂブロックの決勝進出者がＪ選手とする。

②ＡブロックのＢ選手と直接対戦し敗退した選手（Ａ選手・Ｃ選手・Ｅ選手）、

　ＢブロックのＪ選手と直接対戦し敗退した選手（Ｈ選手・Ｉ選手）が３位決定戦に回ります。

③ＡブロックのＡ選手とＣ選手の勝者がＢブロックの準決勝進出者のＨ選手と対戦します。

④ＢブロックのＩ選手がＡブロックの準決勝進出者のＥ選手と対戦します。

⑤それぞれの勝者が３位となります。

⑥この場合、Ａ選手・Ｉ選手の２名が３位決定となります。

トーナメント戦では１回戦で優勝候補選手と対戦が組まれた場合、実力があっても初戦敗退となるケースがあります。

組み合わせの公平性を保ち、少しでも多くの選手に入賞のチャンスが増えるよう「敗者復活戦」を導入いたしました。

※上級クラスの選手８人以上のクラスが対象になります。（４～７名のクラスは通常の３位決定戦を行います）
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ゼッケン番号の若い選手が赤

※初級幼年クラス出場選手は全員に賞がありますので、敗退してもお昼まで帰らないでください。

やまぬき こうせい ゆむら たいじ
1 山貫 巧晴 （武奨館高岡） 4 湯村 泰地 （極真浜井石川）

A10えびな きよと
A11 A12

でにすこ にきーた
2 海老名 清斗 （武奨館本部） 5 デニスコ ニキータ（尚道館）

A9
決勝戦

さとう なぎさ B1 ごとう れおと
3 佐藤 渚 （尚道館） 6 後藤 獅虎 （武奨館高岡）

優勝 準優勝 努力賞 努力賞

努力賞 努力賞

初級　幼年の部　予選型：太極１　決勝型：太極２ ６名/Ａコート

ひらた いってつ いわぎし かなで
7 平田 一徹 （世界闘英館） 12 岩岸 奏 （武奨館内灘）

A5
A3ひがしだ ゆあ かわい むねゆき

8 東田 結愛 （マリー空手クラブ） 13 河井 宗幸 （尚道館）
A1くりた りゅうが

A7 A8
いけの えいた

9 栗田 龍雅 （尚道館） 14 池野 瑛太 （極真浜井石川）
決勝戦

A2あずま その B2
10 東 想乃 （武奨館本部） 15

A4
A6

しげみつ けんご すやま はづき
11 重光 健伍 （尚道館） 16 須山 葉月 （尚道館）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学１年生の部　予選型：太極１　決勝型：太極２ 10名/Ａコート

つばき あきは ふじい そうた
17 椿 晶葉 （武奨館大門） 22 藤井 奏太 （尚道館）

A17
A15にしかわ じゅま たかはし かずひさ

18 西川 樹真 （極真浜井石川） 23 髙橋 和悠 （武奨館大門）
A13やすえ まつり

A19 A20
つぼた こうすけ

19 安江 麻都里 （武奨館鳴和） 24 坪田 康佑 （極真坂本福井）
決勝戦

A14さかもり かいと B3 さえき はると
20 坂森 海仁 （武奨館本部） 25 佐伯 遥斗 （尚道館）

A16
A18

おのがわ はやと あさかわ ともき
21 各川 颯人 （尚道館） 26 浅川 知輝 （武奨館本部）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学２年生の部　予選型：太極１　決勝型：太極２ 10名/Ａコート

ながやま たくみ
33 長山 拓未 （武奨館鳴和）おおさき りくと

A2327 大崎 吏玖斗 （尚道館） すがわら ゆうた
34 菅原 悠太 （尚道館）まつもと じん A26

A2828 松本 仁 （武奨館七尾）
A21

えびな かずき
35 海老名 一希 （武奨館本部）にしむら こうたろう

A2429 西村 晄太郎 （尚道館）
A30 A31

しのだ りゅうき
36 篠田 龍希 （尚道館）いけの こうた 決勝戦

30 池野 昊太 （極真浜井石川）
A22

B4 ささおか あんな
37 笹岡 杏奈 （極真髙橋道場）なかたに かほ

A2531 中谷 夏帆 （尚道館）
A27 すやま ふうた

38 須山 楓大 （尚道館）かねひさ かいと A29
32 金久 櫂士 （武奨館本部） まつもと りん

39 松本 倫 （武奨館七尾）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学３・４年生の部　予選型：太極１　決勝型：太極２ 13名/Ａコート
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ゼッケン番号の若い選手が赤

いちはし けいしろう まい はみ
40 市橋 啓史朗 （尚道館） 45 マイ ハミ （マリー空手クラブ）

A34
A32 さんみや きこ

41 46 三宮 季子 （尚道館）

あさの みつき
A36 A37

ふるかわ ともはる
42 浅野 光稀 （マリー空手クラブ） 47 古川 友陽 （尚道館）

決勝戦
いがらし あおい B5

43 五十嵐 蒼 （尚道館） 48

A33
A35

むらた みなと いだ こうた
44 村田 湊 （マリー空手クラブ） 49 井田 皓大 （マリー空手クラブ）

優勝 準優勝 ３位 ３位

初級　小学５・６年生の部　予選型：太極１　決勝型：太極２ 10名/Ａコート

くわばら まいこ さの ひろみ
50 桑原 麻衣子 （武奨館七尾） 51 佐野 博美 （マリー空手クラブ）

決勝戦
B6

初級　壮年の部　予選型：平安１　決勝型：平安２ ２名/Ａコート

優勝 準優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

よしおか はくと さくい ゆうご
52 吉岡 博叶 （極真髙橋道場） 53 作井 悠悟 （武奨館本部）

決勝戦
B7

中級　小学１・２年生の部　予選型：平安１　決勝型：平安２ ２名/Ｃコート

優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、２つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

ひらた ゆあ
54 平田 結愛 （世界闘英館）

C1
さとう こうた

62 佐藤 航大 （士衛塾総本部）よねばやし おうじろう
C555 米林 旺二郎 （武奨館内灘）

C8
とうだ まゆこ

63 東田 真由子 （武奨館鳴和）せんざき かんな
C1056 仙崎 甘菜 （武奨館鳴和）

C2
ふじしま せいが

64 藤島 晟我 （武奨館小松）さかした かえで
C657 坂下 楓 （武奨館小松）

C12 C13
はらだ じん

65 原田 仁 （武奨館内灘）おけがわ えいと 決勝戦
58 桶川 英士 （武奨館内灘）

C3
B8 いわぎし あおい

66 岩岸 葵 （武奨館内灘）さかした まい
C759 坂下 舞衣 （武奨館鳴和）

C9
まえかわ のい

67 前川 能生 （武奨館鳴和）なかむら そうた C11
60 中村 聡太 （武奨館大門）

C4
にしべ あいか

68 西部 愛華 （極真坂本福井）ちかつじ えいる
61 近辻 恵琉 （極真浜井石川）

優勝 準優勝 ３位 ３位

中級　小学３年生の部　予選型：平安１　準決勝・決勝型：平安２ 15名/Ｃコート

くわばら かずとし
69 桑原 和寿 （武奨館七尾） くりた りく

73 栗田 龍空 （尚道館）
C1570

C16
たかしま あお

C17 74 髙島 碧 （武奨館砺波）しげみつ しょうご 決勝戦
71 重光 翔伍 （尚道館）

C14
B9 ほった るるな

75 堀田 ルル那 （マリー空手クラブ）くろだ とうせい
72 黒田 桃生 （武奨館本部）

優勝 準優勝

中級　小学４年生の部　予選型：平安１　決勝型：平安２ ７名/Ｃコート
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おおざわ かい あかつか こうや
76 大澤 嘉斐 （武奨館砺波） 79 赤塚 洸哉 （尚道館）

C19まえかわ ある
C20 C21

てらしま こうき
77 前川 阿琉 （武奨館鳴和） 80 寺島 幸希 （武奨館本部）

C18
決勝戦

やまざき たいせい B10 おおたか うみ
78 山﨑 大誠 （極真坂本福井） 81 大高 海美 （極真浜井石川）

優勝 準優勝

中級　小学５・６年生の部　予選型：平安１　決勝型：平安２ ６名/Ｃコート

優勝 準優勝

まい みんこい はやし はの
82 マイ ミンコイ（マリー空手クラブ） 84 林 芭音 （武奨館本部）

C22 C23ほりぐち ひなた 決勝戦 よしだ かれん
83 堀口 向日葵 （武奨館本部） 85 吉田 佳蓮 （マリー空手クラブ）B11

中級　中学生の部　予選型：平安１　決勝型：平安２ ４名/Ｃコート

にしわき みはる せきぬま えいじ
86 西脇 美遥 （士衛塾総本部） 88 関沼 詠司 （尚道館）

C24 C25やまおか とわ 決勝戦 よこやま ゆうご
87 山岡 叶和 （武奨館本部） 89 横山 侑悟 （士衛塾総本部）B12

B34
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　小学２年生の部　予選型：平安１　３位決定戦・決勝型：平安２ ４名/Ｃコート

やまざき あさひ おぎい としや
90 山崎 旦陽 （武奨館高岡） 92 荻井 俊弥 （士衛塾総本部）

C26 C27のざき ようすけ 決勝戦 さわだ とうま
91 野﨑 陽介 （極真坂本福井） 93 澤田 柊真 （極真坂本福井）B13

B35
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　小学３年生の部　予選型：平安２　３位決定戦・決勝型：平安４ ４名/Ｃコート

優勝

やまざき しづく
94 山崎 詩月 （尚道館）

C28
すさき こうたろう

95 洲﨑 耕太郎 （正樹道場）かどたに ゆうり 決勝戦
154 角谷 悠莉 （極真石川竹吉） B14

上級　小学４年生の部　予選型：平安２　決勝型：平安４ ３名/Ｃコート
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のざき ゆうな おおもり くれは
105 野﨑 優那 （極真坂本福井） 106 大森 紅羽 （武奨館小松）

決勝戦
B16

上級　小学５年生 女子の部　予選型：平安４　決勝型：平安5 ２名/Ｃコート

優勝 　決勝戦にて予選型・決勝型を続けて行い、2つの型の総合判定にて勝敗を決定いたします。

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

Ａブロック Ｂブロック さえき こうせい
100 佐伯 好誠 （尚道館）しおの だいご

C3296 塩野 大悟 （士衛塾総本部）
C30

はまだ いつき
101 浜田 伊槻 （武奨館七尾）さとう たかと

97 佐藤 敬仁 （尚道館）
C34 C35

やまだ りゅうた
102 山田 琉太 （マリー空手クラブ）かわせ ゆうしろう 決勝戦

C2998 川瀬 雄士朗 （極真坂本福井）
C31

B15 たけしま だいすけ
103 竹島 大介 （尚道館）あきた とうま C33

99 秋田 透槙 （武奨館根上） さわだ よしと
104 澤田 慶真 （極真坂本福井）

上級　小学５年生 男子の部　予選型：平安４　敗者復活戦・決勝型：平安5 ９名/Ｃコート

かきはら たける Ａブロック Ｂブロック せき たいぎ
107 柿原 武尊 （極真浜井石川） 113 関 大義 （士衛塾総本部）

せきぬま けいご B5 B7 かきしま いつき
108 関沼 慶悟 （尚道館） 114 柿島 一樹 （極真浜井石川）

B1 B3たなべ いぶき つじ そうた
109 田辺 一颯 （極真坂本福井） 115 辻 颯太 （尚道館）

B9 B10ちかつじ しおん 決勝戦 てらだ はく
110 近辻 志雄 （極真浜井石川） 116 寺田 翔琥 （極真浜井石川）

B2
B17

B4まるやま けいた たぢか ゆうと
111 丸山 慧大 （士衛塾総本部） 117 田近 優翔 （尚道館）

B6 B8
たかはた ゆうすけ やまの せくと

112 高畑 佑丞 （尚道館） 118 山野 世救人 （極真坂本福井）

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

上級　小学６年生 男子の部　予選型：平安４　敗者復活戦・決勝型：平安5 12名/Ｂコート
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ゼッケン番号の若い選手が赤

やまざき りゅうのすけ Ａブロック Ｂブロック みやけ らいあん
121 山崎 龍之介 （尚道館） 126 三宅 蕾庵 （極真浜井石川）

B15
B13たなか そうま さとう しょうご

122 田中 颯真 （武奨館砺波） 127 佐藤 奨悟 （尚道館）
B11さかきばら ななと

B17 B18
あかつか たかや

123 榊原 七翔 （マリー空手クラブ） 128 赤塚 郁哉 （尚道館）
決勝戦

B12やぎし よりと B19 すぎもと たつや
124 矢岸 頼知 （士衛塾総本部） 129 杉本 達哉 （極真坂本福井）

B14
B16

かみだき ゆうじ きょうたに けいたろう
125 上滝 悠史 （尚道館） 130 京谷 恵太朗 （武奨館砺波）

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

上級　中学男子の部　予選型：撃砕大　敗者復活戦・決勝型：撃砕小 10名/Ｂコート

のざき あやな Ａブロック Ｂブロック てらい みはな
131 野﨑 彩那 （極真坂本福井） 136 寺井 美華 （武奨館富来）

B23
B21かとう ゆら にしわき なるみ

132 加藤 夢宙 （マリー空手クラブ） 137 西脇 成海 （士衛塾総本部）
B19ふくしま いちか

B25 B26
いずみだ ここな

133 福島 一歌 （武奨館砺波） 138 泉田 心渚 （世界闘英館）
決勝戦

B20さかきばら きわ B20 やまだ ここな
134 榊原 咲羽 （マリー空手クラブ） 139 山田 瑚々南 （マリー空手クラブ）

B22
B24

ふじい りお ありさわ るい
135 藤井 理央 （尚道館） 140 有澤 琉衣 （武奨館高岡）

優勝 準優勝 ３位 ３位

Ａブロック Ｂブロック

決 勝 進 出 者

準決勝進出者

敗 者 復 活 戦
出 場 者

敗者復活戦トーナメント作成欄

上級　中学女子の部　予選型：撃砕大　敗者復活戦・決勝型：撃砕小 10名/Ｂコート

ごとう かれん きさ なお
119 後藤 かれん （武奨館高岡） 120 喜佐 那緒 （武奨館志賀）

決勝戦
B18

上級　小学６年生 女子の部　予選型：平安４　決勝型：平安5 ２名/Ｂコート

優勝
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ゼッケン番号の若い選手が赤

かめやま えいじ あいかわ まさのり
141 亀山 英治 （マリー空手クラブ） 143 相川 正則 （創拳塾）

B27 B28てが はるのぶ 決勝戦 はやし ひでお
142 手賀 晴信 （極真坂本福井） 144 林 秀雄 （極真坂本福井）B21

B36
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　シニア・マスターズ男子の部　予選型：最破　３位決定戦・決勝型：征遠鎮 ４名/Ｂコート

わたなべ あすか たなか ゆうすけ
145 渡辺 飛鳥 （士衛塾総本部） 148 田中 佑昌 （極真坂本福井）

B30さかぐち たくみ
B32 B33

おおさわ かずま
146 坂口 巧 （マリー空手クラブ） 149 大澤 寿馬 （士衛塾総本部）

B29
決勝戦

おおくぼ かいせい B22 なかむら じん
147 大久保 海晴 （極真坂本福井） 150 中村 仁 （極真坂本福井）

B37
３位決定戦

優勝 準優勝 ３位

上級　一般男子の部　予選型：突きの型　３位決定戦・決勝型：観空 ６名/Ｂコート

優勝

ごとう ななみ
151 後藤 ななみ （武奨館高岡）

B31
なかだ はな

153 中田 杷奈 （武奨館砺波）なかむら ゆな 決勝戦
152 中村 釉捺 （士衛塾総本部） B23

上級　一般女子の部　予選型：最破　決勝型：観空 ３名/Ｂコート

第６回 日本海カップ
空手道「型」選手権大会
2022年12月18日（日）
松任総合運動公園「啓武館」 今年の日本海カップ

は

ひとあじ違う!! BUSHOKAN
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パンフレット表記で上のチームが赤

まりーめいてつとれいん（しょうばたゆき）
1 マリー名鉄電車（勝幡行き） （マリー空手クラブ）

びっぐ ちゃんぴおんず 団-決勝戦B4
2 ビッグ チャンピオンズ （尚道館）

団B-6まりーくまいでんちゅうがっく（りゅうちぇるじゃぽん）
3 マリー供米田中学区（りゅうちぇるジャポン）（マリー空手クラブ）

団体戦・上級　中学生　指定型：撃砕小 ３チーム/Ｂコート

優勝

えいじーず
1 EUJI'S （極真坂本福井）

まりーつきのごぼうとつきのめんぼうとつきのてんこ（びしょうじょ） 団-決勝戦B5
2 マリー月野五棒と月野綿棒と月野天子（美少女）（マリー空手クラブ）

団B-7そうねんたい
3 壮年隊 （極真坂本福井）

団体戦・上級　一般　指定型：突きの型 ３チーム/Ｂコート

優勝

ちーむはまー2022
1 チームハマー2022 （極真浜井石川）

ふうじん 団上B-4
2 風神 （創拳塾）

団B-1ぐりーんだよ
3 グリーンだよ （極真坂本福井）

団-決勝戦B3ちーむ かれんず
4 チーム かれんズ （武奨館）

団B-2らいじん
5 雷神 （創拳塾）

団上B-5まりーびーくあいえっと（まじまんじ）
6 マリーBE QUIET!!（マジ卍） （マリー空手クラブ）

団B-3さんろくごすきーじょう
7 365スキー場 （極真坂本福井）

団B-8 ３位

団体戦・上級　小学生高学年　指定型：平安３ ７チーム/Ｂコート

優勝

準優勝

３位

なるわがーるず
1 なるわGirls （武奨館）

団C-1おぎにしまる
2 荻西丸 （士衛塾総本部）

団-決勝戦B1はやうまれぼーいず
3 HAYAUMARE boy's （武奨館）

団C-2しょうねんたい
4 少年隊 （極真坂本福井）

団体戦・初中級　小学生低学年　指定型：平安１ ４チーム/Ｃコート

優勝

準優勝

まりーのこはるちゃん（みらいのちゃんぴおん）
1 マリーのコハルちゃん♥（未来のチャンピオン）（マリー空手クラブ）

団C-3ケーティーケー
2 KTK （武奨館）

団-決勝戦B2チーム あおこたかい
3 チーム アオコタカイ （武奨館）

団C-4まりーがんめんへんさち68（すりーえむ）
4 マリー顔面偏差値68（3M） （マリー空手クラブ）

団体戦・初中級　小学生高学年　指定型：平安１ ４チーム/Ｃコート

優勝

準優勝


